COMPOSE YOUR OWN QUERKUS PRODUCT.

クァーカスシミレーターへ移動

カーカスシミレーターのご案内

ご希望のデザイン、単板の厚み、表面仕上げをお選びいただき、
あなただけの唯一無二のパネルを作り出してください。
英語サイト

プロダクトビルダーのご案内

https://www.querkusdecospan.com/
en/Product_builder/Product_builder/

ガイドラインに沿って商品の詳細と PDF を作成することができます。

STEP 【5 カテゴリー】15 種類から選んでください。

ご希望の外観の左下のチェックボックスにチェックを入れてください。

1

【5 つの厚み】から表面の突板のベニヤの厚みを選んで下さい。

STEP
2

｜

0.6mm

｜

1.0mm

｜

1.5mm

｜

2.0mm

｜

3.5mm

｜

※デザインによって選べる厚みが設定されています。

STEP
3

STEP
4

STEP
5

【11 仕上げ】から表面仕上げを選んで下さい。
仕上げの深さはレベルにて表記されています。
プレーン、ブラッシング（レベル 1 〜 3）
、スクラッチング（レベル 1 〜 5）
、
ハンマーインパクト（レベル１のみ）
、ウエザーリング（ヴィンテージインテンス専用）

パネルまたはフレックスシートを選んでください。
※パネルで選べるサイズはヨーロッパサイズとなります。
日本向けのサイズは、パネルで 1220 × 2440 です。
シートで 1220x2750 または 3050 です。

イメージの完成と PDF のダウンロード。
お 名前、滞在国、郵便番号、メールアドレスをご 記入いただくと、
PDF のイメージ画像とお見積り依頼用のスペックの完成です。

【製造元】Decospan 社

会社概要

カ ーカス

所在地

メナン市／ベルギー王国

工場

全 8 工場（ベルギー、フランス、クロアチア）

突板在庫保有量

7 百万㎡

創業

1978 年

日産パネル生産数

8,000 枚／日産

従業員

700 名

年商

1.1 億ユーロ（約 130 億円）

約 165 種類

サンプル送付のご依頼は
メールで受け付けております。

Decospan 社は、ヨーロッパの突板化粧板メーカーのリーディングカンパニーとして、原
材料としての木材の「持続可能性」に重点を置いています。原材料である突板やコア材
の MDF には、持続可能な FSC 認証を受けた商品を採用しております。また使用する接
着剤においても、ホルムアルデヒドを含まない接着剤を使用しております。

graan@emachu.co.jp

メールに、御社名、ご担当者様名、メールアドレス、
電話番号をご記載の上、左記アドレスまでお送りく
ださい。48 時間以内に担当者よりご返信いたします。

オンライン面談も対応します！ご希望の方は、上記の情報をご記載のうえメールにてお問い合わせください。
【輸入販売元】

江間忠木材株式会社
内装市場開発部

〒 104-8551 東京都中央区晴海 3-3-3
TEL:03-3533-8214 FAX:03-3533-8220
https://emachu.co.jp/

突板
革命

表 面仕 上げ 済み
ソリッドフィニッシュ突 板化 粧 板

カ ー カス だ か らで き る
自由自在の空 間 演出

オークへのこだわり
ヨーロッパの伝統的な樹種をベースに、創造的なアイディアとセンセーショナルな仕上げを組み合わせ、最高級のコレクショ
ンをつくりだしました。厚突板のオーク材の醸しだす、無垢材をしのぐ雰囲気をお楽しみください。様々な表現を実現する
ために、
【5 カテゴリー（

木の装い

）】、
【5 種の厚み（

）】、
【11 仕上げ（

）】を用意しました。

カテゴリー

厚み

仕上げ

5 カ テゴ リー
Natural

Vintage Retro & Original

Smoked

Vintage Intense

ナチュラル

ビンテージ レトロ＆オリジナル

スモーク

ビンテージ インテンス

飾り気のない純粋な自然を表現し

クロアチアの古い駅舎の、本物の

クロアチア産オークを芯まで燻製

3.5mm の極厚のオールドオークの

ています。素直で愛らしい美しさ

オールドオーク材の梁を加工し、

することで、上品な外観と独特の

ベニヤを特殊な高圧プレスで、風

特別の装いをあたえるマイスターの 技 。

は、全世界共通の圧倒的な人気商

木材の持つ歴史と温かみのある突

個性を醸し出しています。伝統的

化した木 材を表現した傑作です。

刻まれた悠 久の軌 跡は、

品です。このナチュラルの醸し出

板をつくりあげました。過去を尊

な燻 製法とオークの 特 性を生か

デザインの中心またはアイキャッ

す無垢感をお楽しみください。ウッ

重しながら新しい命を吹き込む。

し、着色では出ない、強くて濃い

チャーとして、ご使用ください。

ドステインやワニスを塗ることによ

それがヴィンテージルックの真骨

スモーク仕上げを作り上げました。

り、突板の自然な風合いと温かみ

頂です。アップサイクルされた古

オークスモークは、最高級のウイ

を保ちながら、最適な保護効果を

材の醸し出す、インパクトを体感

スキーや 葉 巻が並ぶホテルのロ

得ることができます。

下さい。

ビーやバーを彷彿とさせます。

フレッシュな食 材の旨みを引きだす
絶 妙なシェフの腕、 天然の 木 理 に

匠の 技によって装 飾に生まれ変わり、
上質な空間であなたを迎えます。

あなただけの空間

無垢材の仕上り

本商品は、ご要望に応じて、パネルをカスタムメイドすることが可能な商

通常日本では、0.2mm の薄突板を使用しますが、無垢材と比べると手触り、

Plain

Brushed

Scratched

Hammer impact

Weathering

品です。色・木目・デザイン・単板の厚み・表面仕上げを選択し、あなた

迫力が再現できず、木本来の良さを演出できません。カーカスは 0.6mm、

プレーン

ブラッシング

スクラッチング

ハンマーインパクト

ウエザーリング

だけの空間をつくりだしてみてはいかがでしょうか？組み合わせは全 228

1.0mm、1.5mm、2.0mm、3.5mm と 5 種類の厚突板から、ユーザーの要望

レベル -

レベル 1〜3

レベル 1〜5

レベル１のみ

パターンあり、あなただけの空間を作り出すことができます。

に応じて、
商品を創作することが可能です。厚突きの重厚感をお楽しみ下さい。

ヴィ
ンテージインテンス
専用

11 仕上げ

仕上げの深さはレベルにて表記しております。

商品ラインナップ

カーカス
オークの無限の可能性を引き出すために開発された
カスタムメイド型の商品

ナチュラル
0.6mm

「普通の突板から、もっと無垢へ、もっと本物へ」というデザイナーの
1.0mm

ニーズをかなえるため、ヨーロピアンオークにこだわりつくりだした逸品です。

1.5mm

日本で一般的な 0.2mm 厚では表現できない、圧倒的な雰囲気を醸しだす商品です。

2.0mm

厚突きの魅力をお楽しみください。

アダージョ

アレグロ

ビバーチェ

レトロホーボーケン

レトロハーレム

レトロボルチモア

オリジナルホーボーケン

オリジナルハーレム

オリジナルボルチモア

インテンスホーボーケン

インテンスハーレム

インテンスボルチモア

ハバナ

アラビカ

ロブスタ

ビンテージ レトロ
0.6mm

ビンテージ オリジナル
1.0mm
1.5mm

パネル
表裏面の突板

0.6mm ／ 1.0mm ／ 1.5mm ／ 2.0mm ／ 3.5mm

厚み

19mm ／ 20mm ／ 21mm ／ 22mm ／ 24mm

パネルサイズ

1220 × 2440

突板の種類

【5 カテゴリー】全 15 種類

表面仕上げ

【11 仕上げ】全 228 種類

ビンテージ インテンス
3.5mm

フレックスシート

エッジテープ

表面単板

0.6mm

厚み

0.6mm ／0.8mm ／1.0mm ／1.9mm

厚み

1.0mm

幅

26mm ／ 46mm

サイズ

プレーン仕上げ 1220 × 3050
スクラッチング・ブラッシング仕上げ
1220 × 2750

長さ

50m/ ロール

表面仕上げ

プレーン・スクラッチング・
ブラッシング仕上げ

全 24 種類の壁面、建具に使用する湾曲が可能なシートです。

※本商品は無塗装品となります。

スモーク
0.6mm
1.5mm

◎本製品の表面材は、天然木の突板のため、色調・木目は異なります。◎本カタログの画像は印刷のため、実物とは異なります。◎本製品は、内装用のため、屋外および水にぬれ・湿気の多い場所
では使用しないでください。◎天然木突板を使用しているため、自然光線や照明等から発生する紫外線により、色調変化が発生します。
（家具・調度品・掲示物などによる光線の遮蔽による色調変化を
含む）◎天然木突板を使用しているため、1 枚づつ色柄が異なります。

最も 創 造 的 な
アイデ アを 生 み 出 す
センセ ーショナル な
イン テリアに

ビンテージ・インテンス｜ホーボーケン

ビンテージ・オリジナル｜ボルチモア

ビンテージ・レトロ｜ホーボーケン

プレーン

ブラッシング

ハンマーインパクト

スクラッチング

ウェザーリング

Plain

Brushed

Distressed

Scratched

Embossed

Distressed type D1

Scratched type S1

Scratched type S2

Scratched type S4

Scratched type S5

Brushed type B1

Brushed type B2

パネルの詳細は QR コード
からご覧いただけます。
Brushed type B3

Scratched type S3

Embossed type E1

